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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 5,913 9.8 495 34.6 600 222.6 387 487.4
23年3月期第2四半期 5,383 44.7 368 ― 186 ― 65 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 393百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △118百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 30.45 ―
23年3月期第2四半期 5.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,008 15,031 83.4
23年3月期 17,835 14,858 83.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,016百万円 23年3月期  14,858百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
24年3月期 ― 20.00
24年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,700 1.6 450 △10.3 600 △0.3 340 △0.9 26.71



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 13,933,757 株 23年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,206,288 株 23年3月期 1,206,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,727,498 株 23年3月期2Q 12,728,019 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しつつありますもの

の、歴史的な円高水準、欧州の財政不安や米国の景気低迷など先行きに対する不透明感が増す状況となり

ました。 

このような情勢のなかで、当社グループは平成２２年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画を着実に実

行し、染色加工事業で培った「感性技術」をベースに、テキスタイル事業と一体となってグローバル展開

を図り、安定的・持続的成長を実現してまいります。 

なお、染色加工事業において、平成２４年１月末日を目処に現在の子会社を含めた４工場体制から３工

場体制に組織を再編し、一層の合理化に取り組んでまいります。 

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高５９億１千３百万円（前年同期比９．８％増）、営業

利益４億９千５百万円（前年同期比３４．６％増）、経常利益６億円（前年同期比２２２．６％増）、四

半期純利益３億８千７百万円（前年同期比４８７．４％増）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 「染色加工事業」は、前期譲受けた事業が寄与したことやウール素材がファッショントレンドとして評

価されていること等により、売上高４５億９千３百万円（前年同期比１０．７％増）、営業利益３億６千

１百万円（前年同期比８３．２％増）となりました。品種別売上高は、織物が２４億９千５百万円（前年

同期比１６．８％増）、ニットが２０億９千７百万円（前年同期比４．２％増）であります。 

 「テキスタイル事業」は、売上高１０億４千万円（前年同期比９．０％増）、営業損失３千３百万円

（前年同期は営業利益５百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、売上高２億７千９百万円（前年同期比０．７％増）、営業利益１億６千７百万

円（前年同期比１．４％増）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間の総資産は、主に流動資産の増加等により、前連結会計年度と比べ１億７千

３百万円増加し、１８０億８百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度並みの２９億７

千６百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の増加等により１億７千３百万円増加し、

１５０億３千１百万円、自己資本比率は８３．４％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額３億２千８百万円があったものの、税金等調

整前四半期純利益４億１千１百万円、減価償却費３億８千１百万円があったこと等により、５億７千４百

万円の増加（前年同期は８千３百万円の増加）となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出３億１千８百万円があったもの

の、有価証券の売却及び償還による収入５億円及び投資事業組合からの分配による収入１億４千６百万円

があったこと等により、３億３千万円の増加（前年同期は４千万円の減少）となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額２億５千４百万円があったこと等により２億２

千万円の減少（前年同期は２億２千９百万円の減少）となりました。  

 この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度と比べ６億８千

５百万円増加し、３２億８千８百万円となりました。 
  

通期の連結業績予想につきましては、円高により輸入圧力が強まり売上高が伸び悩むことや、燃料・原

材料の値上がりが予想されるため、平成２３年５月１１日に公表いたしました予想数値を修正しておりま

すので、平成２３年１０月２１日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(株)ソトー(3571)　平成24年3月期　第2四半期決算短信

- 2 -



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,380,392 1,454,213

受取手形及び売掛金 1,696,739 2,025,691

有価証券 1,749,935 1,901,249

完成品 115,247 181,326

仕掛品 232,953 216,665

原材料及び貯蔵品 302,669 320,155

繰延税金資産 5,479 4,229

その他 154,998 151,605

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,635,914 6,252,637

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,795,981 1,665,207

機械装置及び運搬具（純額） 1,076,847 1,173,956

土地 1,149,777 1,149,777

リース資産（純額） 6,094 2,596

建設仮勘定 23,946 5,478

その他（純額） 67,415 63,631

有形固定資産合計 4,120,063 4,060,647

無形固定資産

のれん 152,380 133,333

その他 14,484 13,579

無形固定資産合計 166,865 146,912

投資その他の資産

投資有価証券 6,922,079 6,551,130

長期貸付金 1,074 1,074

繰延税金資産 393,392 415,503

その他 598,105 582,615

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 7,912,362 7,548,033

固定資産合計 12,199,291 11,755,594

資産合計 17,835,205 18,008,232
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 399,757 409,377

リース債務 798 798

未払法人税等 64,533 61,483

未払費用 387,383 397,410

役員賞与引当金 14,000 7,000

その他 546,097 585,508

流動負債合計 1,412,570 1,461,578

固定負債

リース債務 2,197 1,797

退職給付引当金 498,092 519,995

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 231,535 229,426

負ののれん 138,110 69,055

資産除去債務 63,300 63,300

その他 12,506 12,506

固定負債合計 1,564,404 1,514,744

負債合計 2,976,975 2,976,322

純資産の部

株主資本

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,308,054 11,440,998

自己株式 △1,361,508 △1,361,577

株主資本合計 14,419,573 14,552,448

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 438,656 463,597

その他の包括利益累計額合計 438,656 463,597

少数株主持分 － 15,863

純資産合計 14,858,230 15,031,909

負債純資産合計 17,835,205 18,008,232
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,383,007 5,913,119

売上原価 4,555,822 4,894,776

売上総利益 827,185 1,018,343

販売費及び一般管理費 458,862 522,663

営業利益 368,322 495,680

営業外収益

受取利息 12,416 3,036

受取配当金 84,075 79,300

負ののれん償却額 69,055 69,055

その他 9,700 4,945

営業外収益合計 175,248 156,337

営業外費用

売上割引 28,784 30,437

投資事業組合運用損 327,379 19,988

その他 1,387 1,547

営業外費用合計 357,550 51,973

経常利益 186,020 600,044

特別利益

固定資産売却益 6,118 －

投資有価証券売却益 7,014 －

特別利益合計 13,132 －

特別損失

固定資産処分損 11,149 24,425

投資有価証券評価損 103,085 164,215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 63,300 －

特別損失合計 177,535 188,640

税金等調整前四半期純利益 21,617 411,403

法人税等 △44,346 43,045

少数株主損益調整前四半期純利益 65,963 368,357

少数株主損失（△） － △19,136

四半期純利益 65,963 387,494
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 65,963 368,357

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △184,705 24,940

その他の包括利益合計 △184,705 24,940

四半期包括利益 △118,742 393,298

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,742 412,435

少数株主に係る四半期包括利益 － △19,136
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 21,617 411,403

減価償却費 335,664 381,059

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 63,300 －

のれん及び負ののれん償却額 △49,055 △50,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,440 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000 △7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,727 21,903

受取利息及び受取配当金 △96,492 △82,336

有形固定資産処分損益（△は益） 5,030 24,425

投資有価証券売却損益（△は益） △7,014 －

投資事業組合運用損益（△は益） 327,379 19,988

投資有価証券評価損益（△は益） 103,085 164,215

売上債権の増減額（△は増加） △818,541 △328,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,007 △67,278

仕入債務の増減額（△は減少） 82,469 9,619

未払費用の増減額（△は減少） 120,702 10,027

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,243 466

その他 △59,632 58,303

小計 6,460 565,837

利息及び配当金の受取額 96,492 82,336

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,916 △73,703

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,036 574,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 36,028 △39,243

有価証券の売却及び償還による収入 500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △237,209 △318,875

有形固定資産の売却による収入 6,862 564

投資有価証券の取得による支出 △24,635 △2,798

投資有価証券の売却及び償還による収入 10,523 2,802

投資事業組合からの分配による収入 71,918 146,386

預り保証金の返還による支出 △158,833 －

事業譲受による支出 △200,000 －

その他 △45,246 42,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,591 330,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △229,371 △254,797

自己株式の取得による支出 △11 △68

少数株主からの払込みによる収入 － 35,000

その他 △196 △399

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,579 △220,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,134 685,091

現金及び現金同等物の期首残高 1,282,658 2,602,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,095,523 3,288,031
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
(千円) 
（注）

四半期連結損
益計算書計上
額(千円)

染色加工事
業 

（千円）

テキスタイ
ル事業 
（千円）

不動産賃貸
事業 

（千円）

合計
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,150,748 954,366 277,892 5,383,007 ― 5,383,007

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

83,281 4,504 13,950 101,736 △101,736 ―

計 4,234,030 958,871 291,842 5,484,744 △101,736 5,383,007

セグメント利益 197,157 5,891 165,274 368,322 ― 368,322

報告セグメント
調整額 
(千円) 
（注）

四半期連結損
益計算書計上
額(千円)

染色加工事
業 

（千円）

テキスタイ
ル事業 
（千円）

不動産賃貸
事業 

（千円）

合計
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,593,075 1,040,234 279,809 5,913,119 ― 5,913,119

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

110,276 ― 13,896 124,172 △124,172 ―

計 4,703,351 1,040,234 293,705 6,037,291 △124,172 5,913,119

セグメント利益又は損失(△) 361,279 △33,209 167,609 495,680 ― 495,680

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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